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1.　はじめに

大振りな表題をつけてしまった．物議をかもす意
図はないのだが，ともすればメカトロニクスは，機
構と電気電子回路を組み合わせて何やら便利な道具
を作る技術の詰め合わせ，と捉えられがちである．
教育が表層的な技術や技巧の伝授に終われば，育成
されるのは単なる便利屋，器用貧乏ばかりになって
しまう．また，技術は日進月歩，昨日学んだ事柄が
今日陳腐化する可能性が常につきまとう．息長く総
合的なものづくりを担える技術者を育てるために，
メカトロニクス教育はどうあるべきなのか，知識も
経験も少ない筆者は日々葛藤している．表題は自問
である．
この度，本誌にこのような記事を寄せる機会を戴

いた．誠に勝手ながら，大上段に振りかぶって読者
諸兄に何か説くのではなく，上記のような奮闘の様
子を素直に記すことで，自分自身に反省と弛まぬ改
善を促す主旨とさせて頂くことにした．それを筆者
以外のどなたかお一人にでも共有して頂けたなら
ば，望外の至りである．

2.　講義・実習の実態

筆者は，大阪大学で機械工学を学ぶ学生向けに開
講されているメカトロニクスの講義（座学および実
習）を担当している．大阪大学には工学部と基礎工
学部があり，筆者が所属するのは前者である．受講
生たちの学科以下の正確な所属を記せば「応用理工
学科機械工学科目3年生」であり，1学年はおおよそ
130人で構成される．開講時期は2学期のみである．

実習の科目名は「機械創成工学実習 III」1）と言う
（他に I（木工作）と II（製図）もあり，全て必修科目で
ある）．130人を2クラスに分け，各クラス週2回ず
つ（すなわち合計で週4回）行う．1クラスをさらに
12班に分ける．ひと班あたり5～6人で構成される
勘定である．実習室の収容人数，予算，教員の負担
等を鑑みてこのように設定している．実習の風景を
図１に示す．普段の指導は助教の先生方とTAにほ
ぼお任せしているが，成績評価の公平性を期すため，
筆者も受講生全員の顔と名前を憶える程度には顔を
出している．
内容は前後半に分けている．前半では，DIPタイ
プのARMマイコンと電圧レギュレータ，RS-232C
ドライバ，Hブリッジ，LEDやスイッチ等をユニ
バーサル基板に載せた図２に示すようなマイコン
ボードを自作し，乾電池で駆動して，PCとの通信，
アナログセンサ信号処理，DCモータのPWM制御
を行う．並行して，デジタル ICを用いた簡単な論
理演算回路，全加算器，順序回路，およびアナロ
グ ICを用いた増幅回路，加減算回路，微積分回路，
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Fig. 1　A scene of the mechatronics hands-on
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周波数フィルタ，A/D変換器をブレッドボード上で
作る．後半は，市販のホビー部品を用いてこれも自
作した台車に上記のマイコンボードを載せ，図３の
ような自律移動ロボットを製作する．班当たりの人
数設定がここで生きる．台車製作，電子回路の改良，
制御プログラムの作成と分担するとちょうど良い．
最後はライントレースや迷路脱出等，年度ごとに異
なる課題で競技会を行い盛り上がる．図４にその風
景を示す．
大半の学生たちは，本実習以前に半田ごてを握っ

たこともない．その彼らに，限られた時間で曲がり

なりにも一個のメカトロニクスシステムを完成させ
てもらわなければならない．一から十まで誘導して
しまっては彼らに何も残らない．手を差し伸べる加
減のバランスには毎年苦心する．主体的な思考を促
す工夫として，
（1） 教育用電子工作キットの類をあえて使わず，ロ

ーレベルな段階から製作させ，原理に立ち戻っ
た思考を常に促す

（2） 課題の答えは最後まで隠し，自分で思考せざ
るを得なくする（小出しにヒントは与える）

（3） 部品類を商店のごとく実習室前方に並べ，必
要なものを自分で探し選んで持って行かせる

（4） 最初に最小構成の回路図とパターン図のみ配
布し，実習の進展に沿って自分でセンサ回路や
モータ駆動回路を付記させる

（5） ロボット製作では，班ごとに選出したリーダ
ーを中心に，工程を自分たちで管理させる

などを試みている．もっとも，上記の大半が前任の
講義担当者の発案によるものであることは白状して

Fig. 2　Microcontroller board fabricated in hands-on
　　　  ［文献1）より転載］

（a） Isometric view of the board

（b） Circuit of the board

（c） Circuit pattern of the board

Fig. 3　 Autonomous mobile robot developed in 
hands-on

　　　  ［文献1）より転載］

Fig. 4　A scene of final presentation and competition
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おかなければならない．
一方の座学の科目名は「メカトロニクス基礎」と言

う．週1回の選択科目である．以前は，この講義で
説明した内容を実習で実装，試験させるという方式
をとっていた．しかし，前半は盛り沢山の課題をこ
なし，後半は競技会に向けて集中するという実習の
ペースとうまくかみ合わず，また必修／選択科目の
つり合いがとれていないこともあって，実習に縛ら
れず一般性のある話題を取り上げるように変更し，
バランス配分を再考した．もちろん内容は関連が深
い．表１に両者のシラバスを示す．座学の目玉は，
終盤に行う本学自慢の一流ロボット研究者陣による
最先端メカトロニクス技術の紹介である（筆者自身
も，ちゃっかりその方々に混ぜて頂いている）．
座学が実習を追いかけるようにしたことは，結果

的に受講生たちの理解を促す上で功を奏している．
まずは実物に触れ，暗中模索しながらもどうにか課
題を消化し，獲得した実感と経験に後から解釈を与
え知識に転化する，という順序が，一般的な機械系
の学生にはなじみが良いようである．

3.　学問としてのメカトロニクス

前節よりお分かり頂けるように，筆者の担当して
いる実習および講義は，工夫を試みてはいるものの
内容自体は独創的と言うほどではない．むしろ，ご
く標準的なものと言うべきだろう．
冒頭にて，「ともすればメカトロニクスは，機構
と電気電子回路を組み合わせて何やら便利な道具を

作る技術の詰め合わせ，と捉えられがち」と書いた．
恥ずかしながら，筆者自身がかつてそのようにしか
捉えていなかった．このため，講義担当を依頼され
たときには悩んだ．日進月歩の技術を使う立場であ
るからこそ，慣れた道具が陳腐化しても速やかに次
の（必ずしも最新流行のものではない）道具を選択し
己が物にできる，確かな能力を育てる助けとしたい．
またそのような能力の育成が，単なる便利屋の産出
にしかつながらないようでは困る．どうすれば良い
のか？これは，メカトロニクスとは結局どのような
学問なのか？という問いへとつながった．
前述した「メカトロニクス基礎」の初回に，図５を

示している．意図したことは二つある．
第一に．語の成り立ちを素直に読めば，mechan-

icsとelectronicsの融合技術がメカトロニクスでは
ある．では，融合させて何をしたいのか．それは，
実世界で起こる現象を操り人の想いを体現する情報
処理システムの作成ではないか．現象の中に入出力
関係を見出し，その道筋に人知を介在させてフィー
ドバックシステムを作る，その手段として機構や電
気電子回路を使う．したがって，力や変位といった
物理量と情報なる抽象的量との相互変換がメカトロ
ニクスの主題である（「情報処理する機構」の代表例
としてWattの遠心調速機を紹介し，計算機や電気
電子の利用が必須ではないことも説明する）．
第二に．mechanics（いわゆる四力学）とは，エネ
ルギーと仕事の相互変換に主に興味があり，変換の
担い手として熱，連続体，剛体を扱う学問である．
機械作りの観点からは，それらを操る体系として機
構学，電気電子工学，情報工学，通信工学がある，
と考えるのが良い．特に，工業的に最も利用しやす
いエネルギーが電気であることは強く意識すべきで
ある．異なる体系で記述された部品を糊付けするの
に制御工学と計測工学が役立つ．本講義初回の時点
では，machineを作りたくて大学に入ったのに，学

Fig. 5　What is‘mechatronics’?: an overview

Table 1　Syllabus of the mechatronics class
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ばされるのはmechanicsばかりで，いつになったら
machineにたどり着くのか，という気持ちでいる学
生も多いようである．彼らに，実はmachine作りに
おいて諸君が習得してきた科目はこのように関連し
ているのだ，メカトロニクスでそのつなげ方を学ぶ
のだ，と示すことはそれなりに効果がある．
…と気張ってはみたが，我ながらこの図には何か

物足りなさを感じる．これでは，単に「つなげること」
がメカトロニクスの全てのようではないか．機械的
現象を電気信号に変えるのがセンサ，電気信号を情
報に変えるのがA/D変換器，情報を電気信号に変
えるのがD/A変換器，電気信号を力や運動に変え
るのがモータ…世の中には便利なものがあり，それ
らをつなげたら便利な道具ができる．伝えたいこと
がそれだけならば，座学は必要なく，実習が必要十
分であろう（恐らくは当該講義において必修／選択
のつり合いがとれていないのも，カリキュラム設計
の際にそのような気運が作用したのではないかと想
像する）．「つなげること」にサイエンスはないのか．
Bertalanffy 2）やWiener 3）が論じたように．
いま一度，メカトロニクスシステムを構成する現

象たちの性質を整理する．異なる体系で記述された
部品を制御工学や計測工学で糊付けできるのは，い
ずれの部品も数学的同一性をもってモデル化できる
ことが背景にある．すなわち，
機械的現象…多くは微分方程式系で近似可能
電気的現象…同様に微分方程式系で近似可能
電子�的現象…電気的現象でありながら，半導体の機
能によって論理演算（差分方程式系）を具象化

情報�…実態は論理演算だが，離散化・量子化により
近似的に微分方程式系を扱える

というように，現象は違えど共通の数学でモデル化
でき，しかも半導体のお蔭で微分方程式系と差分方
程式系がシームレスになる，ということである．
このように書くとまるで，モデル化した時点で元

の実体は忘れ，あとは美しい数学の世界で議論を閉
じることを是としているかのようである．筆者の考
えはそうではない．むしろ，美しい数学に収まらな
い，あるいは既存の方法では美しく記述できないと
ころにメカトロニクスの奥深さがあるように思う． 
モデルの連続性や微分可能性を前提とした演算，

あるいは二値論理によって実現象を御さんとするの
は，危険な思考である．たとえば機構に存在するヒ
ステリシスやバックラッシュ，電気信号に必ず含ま
れる高周波雑音，半導体におけるベース電圧のわず
かな違い等が，純粋な数学の世界では起こりえない

矛盾を容易に引き起こす．経験豊かな読者諸兄のご
承知の通りである．総合的なものづくり，システム
設計において，何がエッセンスで何がそうでないの
か過たず判断するためには，実現象の時定数や周波
数特性を肌で理解しなくてはならない．
理論上は機能するはずなのに実物はうまく動かな
い，それをノウハウで抑え込もうとするのではなく，
そこにこそ有効な理論を展開できるような知恵，そ
してそれに必要な，時間領域と周波数領域，連続時
空間と離散化・量子化された時空間，実世界と抽象
世界を自由自在に往来するセンスを涵養したい．
残念ながら，今の筆者に上記のような奥深さを体
系的に伝えるべく講義を設計する力量は無い．せめ
て，異種現象を「つなげること」の難しさを，講義中
随所で伝えようと心掛けている．
「つなげること」を意識したメカトロニクスの教科
書には，古田 4），松本 5）等の良書がある．筆者の想
いが諸先輩方の想いに通じていれば嬉しく思う．

4.　おわりに

時に最先端技術の代名詞であるかのように扱われ
るメカトロニクスだが，長期的に活きる学問として
学生たちに伝えるために，目新しさを追求して本質
を見失ってはならない，と思う．経験の伴う知識と
して定着させるためには，目新しい仕掛けではなく，
学んだ知識を総動員してリアルな問題を解かせる確
かな課題設定が必要である．
筆者の専門は人型ロボットの開発と制御である．

便利な道具をつなげただけでは動かないシステムの
代表格である．「メカトロニクス基礎」はこれを引き
合いに出して，機械も電気も計算機も，理論も実装
も，果ては工程管理もコストバランス計算もなんで
もござれのスーパーマンだけが真に困難なものづく
りの道を切り拓く，筆者自身もスーパーマンを目指
す凡人の一人である，どうか諸君もスーパーマンを
目指して欲しい，と説いて終わる．それを受けとめ
た熱意のある学生が筆者の研究室に加わってくれた
ときのために，その熱意に応えられるリアルな問題
を常に用意すべく，研鑽する毎日である．
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